
第１３２９回例会 １１月２７日（金）夜 会      麻生ガーデン 

第１３３０回例会 １２月 ４日（金）年次総会     ホテルモリノ 

第１３３１回例会 １２月１１日（金）幹事の日     ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】 蓬田 忠 会長 【S.A.A.】 宇津木 茂雄 委員 

【例 会 場 】 ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】 ロータリーソング『我等の生業』 

【ゲスト・ビジター】 なし  

【会長報告】                      蓬田 忠 会長 

１． ガバナー事務所より 

『Ｒ財団補助金管理セミナー』 

開催の案内。 

12月 10日（木）15:00～17:30 

ソシア２１ 

２．Ｒ米山記念奨学会より、 

今月の“ハイライトよねやま”発行のお知らせ。 

３．川崎西ＲＣより、『創立 55周年記念講演会』のご案

内が届く。 

１２月１８日（金）15:00～17:00 ホテルＫＳＰ 

【幹事報告】                      川﨑 航 幹事 

★例会変更 

◎川崎西北ＲＣ   ◇12/24（木） 例会 自主休会 

  ◇1/7（木） 新年例会  12:30点鐘  柏屋 

  ◇1/14（木） 通常例会 

◎川崎高津ＲＣ   

◇11/30（月） 例会なし（第 5週につき） 

◇12/28（月） ⇒ 12/21（月）へ移動  年末家族会 

◇1/ 4（月） ⇒  1/18（月）へ移動  初例会 

◇1/11（月） 休会（祝日） 

◎川崎中原ＲＣ ◎横浜あざみＲＣ ◎川崎ＲＣ  

◎川崎マリーンＲＣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡事項】12月4日（金）第1例会は『年次総会』とな

ります。ご案内をお配りいたしましたので、当日欠席の

方は《委任状》の提出をお願いいたします。 

【出席委員会】      鈴木 昭弘 クラブ奉仕委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1328回 33 20 13  60.6％ 

1327回 33 23 10 2 75.8％ 

1326回 32 26 7 3 87.5％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1328回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 16件 ￥16,000 

ロータリー財団委員会 3件 ￥13,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

※第 5 金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1328 回 例会記録 2020 年 11 月 20 日（金） S.A.A.委員長 中山 隆弘 

 

 

  b     
森 啓伊 ニコニコ委員長     宇津木 茂夫 R財団委員長 



【ニコニコ委員会 メッセージ】      森 啓伊 委員長 

◇蓬田忠会長、◇川﨑航幹事 

【クラブ奉仕委員長様、本日宜しくお願いいたします】 

◇鈴木憲治会員【コロナに更に注意しましょう】 

◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 ◇大野勉会員  

◇木村良三会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木昭弘会員  

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇長瀬敏之会員  

◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員 ◇山下俊也会員  

◇雪井洋子会員      以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 宇津木 茂夫 委員長 

◇蓬田忠会長【孫の七五三、五才の 3番目 これで終わりです】 

◇川﨑航幹事【11月もあっという間に過ぎました】 

◇鈴木憲治会員【R財団月間です】 

ご協力有難うございました。 

【会員増強委員会】            門間 亜砂子 委員長 

例年でしたら増強について５人組での

討論会があるのですが、今年は特別な

状況ですので、例会後などに集まって

いただき、話し合いの場を作って頂け

たらと思います。５人組のグループリー

ダーは、佐藤忠博会員、梅澤馨会員、 

森啓伊会員、大野勉会員、鈴木豊成会員、宇津木茂夫会員、

となっておりますので、メンバーの方々に声をかけて頂き、話し

合いをしてその報告を１～２カ月後に提出して頂きたいと思い

ます。宜しくお願い致します。 

【親睦活動委員会】              青戸 慶太 委員長 

来週の夜会ですが、歓迎会ということ

で予定をしています。このところ感染が

増えているので、ご心配だと思います

が、なるべく換気をして対応したいと思

います。欠席の方はお申し出ください。 

当日は18：00点鐘、懇親会も極力短い時間でと考えておりま

すので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

【委員長会議報告】  鈴木 昭弘 クラブ奉仕委員長 

日 時：2020年11月18日(水) 15：30～17：00 

場 所：ホテルプラム ３F ジョルジュサンク 

出席者：吉田隆男ガバナー、担当地区幹事・副幹事、地

区奉仕委員長・委員、各ガバナー補佐、各クラブ職業・

社会・国際奉仕委員、総勢・地区 27名、現場参加 28

名、ZOOM参加 33名、合計 88名 

プログラム：地区奉仕委員 安藤信行様の開会宣言、吉田

ガバナーのご挨拶、地区奉仕委員長 野口隆史様の講演者

紹介。 

 

 

 

 

 

 

 
 

講演 

「Withコロナのビジネス～本業を通じた社会問題解決」 

講師 株式会社大川印刷 大川哲郎氏 

日本企業の社会貢献→チャリティー・ボランティアは余裕

のある企業がやること。 

企業の社会的責任→従業員さんにとっては関係ないこと

＝責任をもたされてやらされ感、面白くないもの 

CSR・SDG経営に取り組んだ背景➡売り上げ減少、従業員の

モチベ―シャン低下、採用力低下、後継者不足、定着率の

低さ、など 

大川印刷にとっての CSR＝地域や社会の困っている人を助

ける、本業を通じ社会問題解決を実施、人の役に立ち、喜

ばれ褒められる、わくわくする活動＝働くことによって得

られる「幸せ」を追求。 

[現在の若者(Ｚ世代)] 地位や報酬よりもやりがいのある

仕事、環境や未来に向けてより良い世界を作るために職業

を通じて活動できることを望んでいる人が増えている。 

[これまでの成果] 日本発の４か国語版お薬手帳、難民の

雇用について積極的な活動。 

[2030年のゴール] 世界一の印刷会社になる、小さくても

大きく貢献できる会社、会社も個人も経済的に精神的に豊

かになる、そして幸せになる。 

[まとめ] 

①グレートリセット～人々の幸福を中心とした経済。 

②社会と遊び（やりたいこと・自己実現）の境界線をなくす。 

③究極の行動変容要員から「運命」と「使命」を知る。 

④本業を通じた社会問題解決の事例・成果。 

⑤19 歳から 25 歳の若者世代(Z 世代)の活躍できる組織づ

くり～その可能性と必要性。 

[所感] コロナ禍の中、老舗でありながらも次世代へ向け

て熱心に取り組んでいる姿に感銘。また環境問題、次世代

の人が働きやすい環境づくりにも工夫をされている。中小

企業にとって人材や環境保護など、ヒントとなった。 

 

【四つのテスト】佐藤 忠博 会員 【閉会点鐘】蓬田 忠 会長               

【会報委員会】                 鈴木 眞一 委員長 

◇文責：門間 亜砂子 委員  ◇写真：佐藤 達弥 委員 

 

 

  
鈴木 昭弘 クラブ奉仕委員長 


